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第四の道と「デ・ エンテ」

水 田 英 実

1. トマスのいわゆる「第四の道」は， 第一真理としての神の杏在証明

である。 この証明に対する評価は様々であって， r トマスのあらゆる証明

の中で， これほど多くの異なる解釈が主じているものはない」。もっともこ

の「神学大 全」第一部第二間第三項の神寄在論証において， 第四の道が提

示されるのに先立つて予め次のような見解が表明されている。

rr神あり」という命題は， それ自体としては自明である。 何故ならこの

命題の述語は主語と同じものだからである。 後に〔第三間第四項において〕

述べるように， 神はその存在そのものだからであるJ (同第一項〕。

われわれによって論証されるか否かにかかわらず， 神の荏在はそれ自体

として自明であるということは， トマス自身がこのように明快に主張して

いることなのである。 その意味で， 第四の道に対してどのような解釈をす

るにしても， 証明されるべき事柄としての「神の存在」そのものまでが疑

われているわけではないとみることは共通でなければならない。

しかしながら第四の道において最初に確立されているの は， 第一真 理

(最高度に真であるもの)が第一有 (最高度に寄在しているもの)である

ということである。 それでは「第一真理が存在する」ということについて

も先と同様のことが言えるのであろうか。 すなわち第一真理が存:在すると

けうことについても， そのことがそれ自体として自明であるという見解が
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トマスによって表明されているのであろうか。

神が第一真理であることをみとめるならば， 取りも直さず， r神 あ り」

が「それ自体として」自明であるように， 第一真理の寄在も， rそ れ 自体

として」自明であることになるのであろうか。 本稿において， 第四の道と

「デ・ エンテ」を比較検討して明らかにしてみたいと思うのは， この問題

である。

2. 神ありという命題の自明性についてトマスは次のように 考 え て い

る。 この命題はその主語と述語の一致が確認されうるかぎり「それ自体と

して」自明であるけれども， 神が「何であるか」ということを知らないか

ぎり「われわれにとって」自明でない。

そこで「真理論」においても， 神ありということが「自明でなく， 論証

によって知られることもなく， 信仰によってのみ受け入れられる」と主張

する (マイモニデスに帰される)説が明らかな誤りであるとされるだけで

なく， r自明 で ないけれども論証によって知られる」とする (アヴィセン

ナに帰される)説や， r自明 で ある」とする (アンセルムスに帰される)

説も， ある程度正しいけれどもある程度誤っていると判定されているので

ある。

それは神ありということが論証によって知られると言われるのは， あく

までこの命題が「それ自体としてJ 自明でありながら， rわれわれにとっ

て」自明でないからなのである。「そ れ 自体として」自明でないならば論

証の余地がないであろうし， rわれわれにとって」 も自明であればそのと

きにはもはや論証は無用だからである。 もっとも トマスによれば， rわれ

われにとって」も神ありということは論証によってしか知られないわけで

はない。 その理由は， r天国においてJ in patriaわれわれにも自明である

ところにあるとされる。 ただし「天国」における神の寄在の認識は， 神を

本質直観することに伴う認識として， われわれに「至福J beatitudo をも



第四の道と「デ・ エンテ」 83 

たらすのであるから， íこの世の生」 において論証によって得られる何ら

かの神認識とは種類が異なる。 論証による認識は， それが神の本質直観を

伴わなL、かぎりわれわれに至福をもたらさないからである。 そこで神の寄

在が「われわれにとって自明でなL、」ということは， 一つには， 論証によ

って本質認識を伴わない仕方で， 何らかの神認識を得ることがで きるとい

う意味になる。 しかしながらいま一つには， 天国において至福をもたらす

仕方で， 神認識を得ることがわれわれにもで きるという意味になる。

この二つの意味は， íこの世の生においてJ in hac vita論証の基本命題

C í肯定と否定が同時に真であることはないJ)がわれわれにとって自明で

あるよりも， 一層自明な仕方で， 神ありということが， 天国において神の

本質を見ると きに， われわれに知られることになる， という『真理論」の

上掲箇所の結論 !こおいて明瞭に区別されているのである。 そこでこの区別

に従うならば， í\，、ま」のわれわれにとって， íわれわれにとって自明であ

る」ことと「それ自体として自明である」ことを区別することに意味があ

るけれども， í天国」 においてはもはやこの区別をする意味がないとも言

える。 論証による知は「この世の主」におけるわれわれによって得られる

ものだからである。 その点で 信仰による知も論証による知と同様である。

それはわれわれにとっていま自明でないことが， 信仰によって「天国」に

おける至福者の知にもとづいて論証なしに知られるからである。

3. さて， 第四の道と呼ばれる寄在論証が必要であるとされる理由は，

第一真理の脊在の自明性が「われわれにとって」否定されるからである。

しかもトマスはこの見解を表明するにあたって， 一般的な意味での真理の

容在の自明性を肯定している。 このことは， 神は真理であるからその害在

は論証するまでもないと主張するある異論に対する解答において明らかで

ある。

まず異論が次のように主張する。
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「真理が害在することは自明である。 なぜなら真理が寄在することを否

定する人自身， 真理が存在することをみとめているからである。 真理が脊

在しないなら， 真理は存在しないということが真だからである。 ところが

もし真なる何かが存在するならば， 真理は寄在すると言わなければならな

い。 ところで『ヨハネ福音書」十四章六節に「われは道なり， 真理なり，

生命なり」と言われているのであるから， 神はまさにその真理そのものに

ほかならない。 ゆえに神が存在することは自明であるJ Cf神学大 全」第一

部第二間第一項異論三)。

この異論に対してトマスは次のように答えている。

「一般的な意味での真理が杏在することは自明である。 しかしながら第

一真理が寄在することはわれわれにとって自明でなしづ (同異論解答三〉。

この明快な解答において トマスは， 一般的な意味で真理が存在するとい

うことの自明性を肯定している。 したがって真理の杏在の自明性を主張す

る上記の異論は， その点で何ら トマスと意見を異にするとは考えられてい

ない。 しかももし何かが真であることが認識されるならば， そのかぎりに

おL、て「真理」が害在すると言わなければならないという仕方で真理の概

念を理解しようとしている点で， この異論はむしろ トマス説をいわば代弁
(6) 

しているのである。 一般に真なることがらは「真理」によって真たらしめ

られていると考えるかぎり， 真理がなければ真なることがらが真なること

がらとして存在するということが認識されないであろうし， あることがら

が真なることがらとして存在することが認識されるならば， そのことがら

を真たらしめている真理が存在すると言わなければならないであろうから

である。

しかしながら上述の異論は， この「真理は寄在する」という自明な命題

の主語として「神」を代入しているO そしてその理由を. r神 は 真理であ

る」という聖書の記述に求めているのである。 トマスは異論のこのような
( 7) 

聖書解釈に反対を唱えているのである。
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4. たとえ『ヨハネ福音書』の中に， 神は真理であると言われていると

ころがあるからといって， それは決して神が一般的な意味での真理である

と言っているわけ で は なく， 第一真理の意味で真理と呼んでいるのであ

る。 しかるに「第一真理の寄在はわれわれにとって自明でなし、」。 ゆえにた

とえ神が真理と仔ばれているからといって， 神の存在がわれわれにとって

自明であると言われているわけではない。 大略このような解釈の相違にも

とづいてトマスは上述の異論に反対しているのである。 しかし， それでは

トマスのこのような解釈の根拠は何か。 むろんそれは事実として「第一真

理の存在がわれわれにとって自明でない」からであるには違いない。 しか

しそれでは神の存在が「われわれにとって自明でなしづから， 同じ理由で

第一真理の存在もまた「われわれにとって自明でなL、」のであろうか。 も

しそうなら， 神の寄在が「それ自体として自明である」ように， 第一真理

の杏在もまた「それ自体として自明である」のであろうか。 しかしはたし

てトマスがここで第一真理としての神の在在が「われわれにとって」自明

でないと言うとき， Iそれ自体として」自明であることを含意しているの

であろうか。 もし神の寄在がそれ自体として自明であっても， 第一真理と

しての神の寄在について， その種の自明性を肯定するのに何らかの留保が

付くとしたら， I神」と「第一真理」とを無条件に同一視することを控え

なければならないのは当然であろう。

ところで神ありとし、う命題の「それ自体として」の自明性が肯定される

のは， この命題が真であることが， 一般的な意味での真理概念lこもとづい

て説明することができるからである。

トマスの認識論によれば， 一般にあることがらを真たらしめている「真

理」は， 知性によって「ものと知性の一致」が認識されるところに成立す

る。 そこでわれわれもまた判断というわれわれの知性の認識作用において

成立する「ものと知性の一致」という真理の概念を得ることができること
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になるのである。 むろんある事物がわれわれによって認識されるか否かに

よらずに (その意味でいわば「それ自体としてJ)真であることがありうる

のも， 神の知性によって「ものと知性の一致」が認識されるかぎりにおい

てその事物に真理の概念が伴うからであると言われる。 その一方でしかし

神の知性の真理のほかに， われわれの知性の真理が成立すると考えられる

ところから， いわゆる自明な命題 (主語の概念に述語が含まれているよう

な命題)が， われわれの知性によって真であると知られると言われること

になる。 それはその命題によって表 現されていることが， われわれの知性

の理解と一致することが， 判断という作用によってわれわれ自身の知性に

よって認識されるからである。 つまりこの場合にも， ある こ と が ら (命

題)が真であるのは， そのことがらについて判断する知性において「もの

と知性の一致」という， 真理の概念が成立するからなのである。 命題を通

して表 現される真理認識にはわれわれの知性のうちに成立する真理の概念

が伴うのである。 ところでトマスによればわれわれの寄在認識も， 判断と

いう認識作用において成立する点で， われわれの真理認識と同様である。

それは知性によってとらえられたあるもの (有)が， 別のもの (有)でな

いとLづ否定判断 (分割)によってわれわれの根原的な寄在認識が成立す

るとされるからである。 判断において成立する寄在認識が命題を通して表

現されうるのも真理認識の場合と同様である。

以上のような杏在認識と真理認識を前提することが許されるならば， 一

般的な意味での真理の寄在が自明であるということを理解するのは容易で

ある。 根原的な 容在認識を伴わないような真理認識はありえなL、からであ

る。 ところがこのような トマスの認識論において， 判断による認識はわれ

われの知性のいわば第二の作用として， 単純把捉と略ばれる別の第一の作

用によって事物の本質が直観されることと区別されることに注意しなけれ

ばならなL、。 命題を通して表 現されるわれわれの知性の判断による認識

は， 真理認識にせよ， 容在認識にせよ， 本質直観とは異なる種類の認識な
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のである。 そこで一般的に言えば， 真理認識や存在認識を得るためにわれ

われは何らかの本質直観を前提せざるをえないけれども， 判断という第二

の作用によって得られる認識であるかぎり， われわれの脊在認識や直理認

識によって， 幸子在そのものや真理そのものが本質的に認識されるわけでは

ないのである。 その意味で一般的な意味での真理認識は， 真理そのものの

本質直観とは異なるのである。 そこでもし， 上述の異論が主張 す る よ う

に， 真理の概念がわれわれの知性のうちに成立することが容認されるから

といって， そのことから直ちに真理概念と神概念を同一視するなら， 神の

本質を直観する道はかえって閉ざされることになるであろう。 われわれの

神認識が， 判断によって得られる真理認識として， それも本質認識を伴わ

ない仕方でしか成立しないとしたら， われわれにとって神の至福直観はあ

りえないことになるからである。

5. トマスによれば， 真理一般の認識を得ることができるか ら と い っ

て， 神の寄在は依然として「われわれにとって自明でない」のである。 本

質認識を得ることができないものについては， 本質認識を伴う仕方で寄在

判断を得ることもできないからである。 しかしながら本質認識を得ること

ができないものについても， 本質認識を伴わない仕方で何らかの寄在判断

を行ない， 真理認識を得る余地が残されているのである。 真なる命題を通

して表 現される概念有の領域が拡大されることによって， 神について何ら

かの真なる認識を得ることがわれわれの 現状においても可能だ か ら で あ

る。 ただしこの領域において成立する認識は， 決して本質認識を伴う実在

有の認識でないことに注意しなければならない。

周知のように「デ・ エンテ』の序章に お いてトマスは「有J ensの意味

に次のような限定を加えている。 それによれば知性が最初にとらえるのは

「有J であるけれども， その 「有」は本質を持った有として， 本質を持た

ない有から区別されているのである。 後者は命題を構成する要素となるか
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ぎりにおいて寄在すると言われる「有J C概念有)であって， 必ずしも実

在しない。 それに対して本質を持った有は実在する「有J C実在有)なの

である。 rデ・ エンテ」において トマスが考察の対象としたのはこの「実

在有J ens realeで あって， rある」ということが「命題の真理」を表わす

ことに対応する「概念有J ens rationisで はない。

さて興味深いのはこのような領域を考察の対象として設定した「デ・ エ

ンテJにおいて， 次のような仕方でアリス トテレスの『形而 上学」から取

られた命題を用いた議論が行なわれていることである。

「どの類においても， 最高度にまた最も真に何々であると言われるもの

が， その類の 後のものの原因である。 それはちょうど熱さの究極にある火

が， 熱いものの熱さの原因であるのと同様である。 このことはアリス トテ

レスが「形而上学」第二巻に言う通りである。 それゆえ， 有の類の第ーの

ものは実体であるから， 実体力;最も真にまた最高度に本質を有するもので

あって， これが偶有の原因である。 偶有は第二義的にある意味で有の特買

を分有しているのであるJcrデ・ エンテ』第六章)。

ここに言う「偶有j はわれわれにとって親しい経験的世界の「有」であ

る。 トマスによればこの偶有が有であるのは， それが実体の部分としての

形相または質料に伴って生ずるからである。 主として形相に伴って生ずる

偶有のうちあるもの (たとえば， 知性による認識)は， 知的魂のような質

料から独立して寄在する形相から生ずる。 あるもの (たとえば， 感覚によ

る認識)は， 質料と共在する形相から生ずる。 他方主として質料に伴っ

て生ずる偶有はすべて， 形相と共存する質料から生ずる。 ただしあるもの

は， たとえば動物の雌雄のように (物体一般に対する) 動物としづ特殊の

形相によって身体に宜ずるのに対して， 皮膚の色のような性状は， 物体の

形相という一般的な形相によって動物の身体に生ずる (そのために 後者は

屍体に残る〉。 こ の ような様々な偶有が生ずると言われるけれども， 実体

的形相と質料の結合によって本質を有する一つの実体が存在するのに対し
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て， いずれにせよ偶有はそのような実体において生じる附帯性として第二

義的な存在でしかないのである。 そこで実体が本質を持った有として自在

するのに対して， 偶有は本質的に存在するものではなく， 分有によって寄

在すると言われるのである。

しかしながら， ここに言う実体もまた， 実体的形相と質料というこつの

部分からなる本質を持った有として存在せしめられていると言われること

に注意しなければならない。 トマスによれば実体的形相として自寄するに

せよ， 質料において存在するにせよ， およそ本質を持った有は (存在その

ものである神自身を除いて) ， 神によって存在せしめられて在在すると言

われるのである。 存在そのものとして本質的に杏在する神に対して， 被造

的実体はすべて， たとえ実体として本質を持って自在していても， 分有に

よる存在と言われるのである。

神が「第一有J primum ensとして， 純粋な存在そのものであって， 万有

の第一原因であるということは， rデ・ エンテ」の次の箇所において既に

表明されている。 それは， 質料を伴うことなしに自在する形相そのものと

しての純粋知性にも形相と寄在の合成がみとめられること， そして純粋知

性にその存在を与えるのは， 存在そのものとしての神にほかならないこと
(11) 

を明らかにしているところである。

また『デ・ エンテ」において トマスは最初に既に次のように述べている

のである。

「実体のうちのあるものは単純であり， あるものは複合されている。 い

ずれにも本質があるけれども， 単純な実体の万がより真でより高貴な仕方

で本質を有している。 それはより高貴な仕方で存在を有しているからであ

る。 そして単純なものは複合されたものの原因になっている。 少なくとも

第一の単純なものが複合されたものの原因である。 すなわち神がそれであ
(12) 

るJ (同第一章〕。

ここに示されているのは， 神が実体という， 本質を持った存在の類の中
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にあり， かつ他のすべての実体の原因であるという見解である。 ここから

明らかなように， r寄在J esseの思想の もとに「少なくとも」という限定

をつけて神が害在の第一原因であると表明することは， rデ・ エンテ」に

おいて既に可能だったのである。 それにもかかわらず上述の「形而上学」

第二巻の命題は『デ・ エンテ」において， 神を根原としてそのうちに含む

ような「有の類」に関して 適用されてはL、ない。 この点で第四の道におけ

る上述の命題の扱いと明らかに異なるのである。

第四の道においてもトマスは， rある類において最高度に何々であると

言われるものは， その類に属するすべてのものの原因である」という命題

がアリストテレスの『形而上学』第二巻からの引用であるとことわってい

る。 その上でこの同じ命題を前提することによって「最高度に害在するも
(13) 

の」が万有の寄在の原因であるという結論を 導出しているのである。 しか

もこの「万有の存在の原因となる何ものか」こそは， rそれをわれわれが

神と呼ぶもの」にほかならないと言うのであるから， 第四の道では上述の

命題は， 神をそのうちに含むような「有の類Jに関しでも成立すると考え

られているのである。 つまり第四の道では， r在在」の思想にもとづいて

「有の概念を持つものの類」が拡大されているのである。

この違いはどうして生ずるのであろうか。 それは「デ・ エンテ』におけ

る存在認識は， あくまでも本質を持った有が実在的な有として認識される

ことによって得られると考えられているのに対して， 第四の道では本質認

識を伴わない何らかの杏在認識が考慮に入れられているからであると思わ

れる。 その意味で， 第四の道において「有の類Jは， 概念的な有も含めた

一 切の有の原因としての神， すなわち第 一真理としての神をもそのうちに

含むところまで拡大されているのである。 他方「デ・ エンテ」において神

はその本質がわれわれによって認識されることがないかぎり「有の類Jに

含まれない。 しかしその本質認識の不可能性は， 神に本質がないことでは

なく， 神において本質と存在が同一であるこむに起因するとされる。 した
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がってもし同書において本質認識を伴うことなしに神の脊在が知られるこ

ともないと考えられているとしたら， 同書における神認識は， 至福者の知

としてしか成立しないはずである。 そのかぎりにおいて， í\，、ま」のわれ

われのものではないとも思われる。 それにもかかわらず同書において神の

寄在にも言及がなされているのは， いわば至福に到達しうるものが至福に

到達する以前に有する何らかの神認識が考慮に入れられているからではな

いであろうか。 この点についていま少し詳しく考察してみたいと思う。

6. r形而上学」第二巻においてアリストテレスが上述の命題に言及す

るのは， 最も真なるものが害在するとL、う結論に至る議論にお い て で あ

る。

「何であれ〔あるものの性質が〕それにもとづいて他のものについても

それと同じ名前で呼ばれることになる〔ような性質で あ る〕と き， そ の

〔性質を持つある〕ものが， 他のすべてのものの中で最高度に〔その性質の

ものであると〕言われる。 たとえば火が最も熱いといわれるのは， 火〔の

有する熱いという性質〕が， 他の〔熱いと言われる〕ものの熱の原因だか

らである。 それと同じ理由で， 後のものが真であるための原因であるもの
(14) 

が， 最も真なるものである」。

アリストテレスによれば真であると言われる様々なものの中で最高度に

真であると言われるのは， そのものの有する真であるという性質が， 他の

真であるという同じ名前で呼ばれる性質のものに真であるという性質をも

たらす原因である。 そのような原因が存在しなければ他の様々の真である

ものが脊在することもないはずであるから， 現に様々の真なるものが寄在

している以上， それらを真であらしめている原因としての最も真なるもの

が寄在しなければならないと考えられているのである。 しかしながらここ

でアリストテレスによって「最も真である」と時ばれているのは， 具体的

に言えば「常に容在しているものの根原J semp巴r existentium principiaであ
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って， しかもそれは複数形で表 現される何かなのである。 その根原がーで

なければならないということは， ここでは言われていない。 アリストテレ

スは明らかに， 少なくともこの箇所で万有のーなる根原が最も真であると

は述べていないのである。 のみならず「常に存在しているものの根原」が

最も真である理由は， それら自身も常に寄在するからいわば時間的に真で

なかったときがないし， またそれら自身はもはや何かによって容在せしめ

られず， かえってそれら自身が常に存在するものを脊在せしめる原因なの

であるから， いわば寄在的にも真でないときがない， というところに求め

られている。 言い換えればかかる根原自身が常に存在していることを前提

した上で， かかる根原の寄在の仕方からして最も真であるとされているの

である。 かかる根原が端的に言って存在するかどうかということではな

し それらの存在の仕方がどのようであるかに応じてそれらが最も真であ

るかどうかが決まるというのである。 その意味でアリストテレスがここで

かかる根原の杏在論証を詰みることを意図しているとは思われないし， ま

して万有のーなる根原としての神が存在しなければならないという結論を

導出しようとする意図が明瞭であるとは決して思われなL、。

もっともアリストテレスはここで「どのものもみなそれぞれの害在の度

合に応じた仕方で真理との関わりを有しているJ Quare unumquodque sicut 

se habet ut sit， ita et ad veritat巴m. と述べている。したがってもし何らか

の仕方で神的知性や神的寄在の場合にもこの対応関係があり， 件の命題を

適用しうる範囲を拡大する余地があることを示しうるならば， 神的知性に

よって神的存在が認識され， しかもそれが最も真なるものとして認識され

ているということを否定する必要もまたなし、。

じっさいトマスは第四の道において， r形而上学」第二巻に言う「最も

真なるもの」を神とみなす余地があると考えているし， ほかのテキストで

も， たとえば「命題集注解 J (第一巻第十九区分第五問第 一 項)に お い

て， r杏在の第一原因は真理の第一原因であって， 最も真なる も ので あ
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る。 アリストテレスが「形而上学J 第二巻において証明しているように，
(15) 

それが神である」と述べているのである。 r命題集注解」のいまの箇所で

示された「神は第一真理である。 それは神が第一有であるのと同様であ

る。 いかなるものであれみな， そのものが脊在に対して有するのと同様の

関係を真理に対しでも有しているからである」というトマス の 見 解 は，

「形而上学」第二巻のアリストテレス説の延長線上にあると考えられてい

るのである。

7. しかしながら「形而上学注解 J (第二巻第二講)においてはそのよ

うな拡大解釈は示されていない。 そこにおいてトマスは， アリストテレス

が最も真であるとみなした「常に脊在しているものの根原」とは， r天体

の根原」であると説明している。 そして次の仕方で推知さ れ る「分 離 実

体」がかかる根原に ほかならないと述べているのである。

「複合され分有することによって杏在するすべてのものは， 本質的に寄

在するものを原因としてそれに関連づけられる。 しかるに物体的なものは

すべて， 何らかの形相を分有するかぎりにおいて 現実態にお け る 有 と な

る。 だから形相であることを自らの本質とする分離実体が物体的実体の根

原である」。

言い換えれば， 実体的形相を有することによって荏在す る と い う条件

が， 自存する形相そのものとしての分離実体において端的にみとめられ，

複合実体において質料を伴う仕方でみとめられると考えられているのであ

る。 しかしもしこのように考えることができるならば『デ・ エンテ』にお

いても「有の特質J ratio entisを最高度に有するのは， 分離実体であると言

われてしかるべきだったのではないであろうか。 実際にはしかし既に述べ

たように， rデ・ エンテ」においても， 分離実体に原因としての性格をみ

とめることは， 全面的に肯定されるわけではない。 むしろ「少なくとも第

一の単純なものすなわち神が， 複合されたものの原因である」と付け加え
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て， 神以外の実体に原因としての性格をみとめることに何らかの制限を加

えているのである。

これに対して周知のように『神学大 全」の創造論では， r有の特質」が

見出されるものはすべて「寄在J esseを有し ていると考えられており， 自

害する存在そのものとしての神を唯一の原因として， 他のすべてのものは

「存在Jを分有しているという見解がはっきりと示されているのである。

したがって「デ・ エンテ」においても， 事実上 (あるいは結果的に)創

造論と共通する立場が選び取られているし， r害在Jの思想がみとめられ

ることも共通である。 しかしそのことが何故その立場を選抗する理由にな

ったのかということは， rデ・ エンテ」ではある程度までしか明らかにさ

れていなL、。

この点は『形而上学注解』においてもやはり同様である。 トマスの別の

テキストにはアリストテレスがそこで神の真理に言及していると指摘して

いるところがあるけれども， この『注解』では必ずしも明瞭にそのことが

指摘されているとは言えないからである。 ただしこの「注 解」に お い て

も， 物体的実体に対する原因としての性格がみとめられ る「分離実体j

substantia separataは単数形で表 現されている 。そして単数形で表 現するこ

とによって， rしかしとにかく何らかの根原が存在するということは明ら

かである」という同巻次章の冒頭の一節 (そこではアリストテレスも単数

形で「何らかの根原J principium quoddamと言っている) に対して「第一

章において述べられたことから， 事物の存在と真理の， 何らかの根原が在

在するということが明らかである」と注釈していることとの一貫性を保っ

ている。 しかしそこに言う唯一の根原の存在を知ることによって至福が得

られると説明する意図があるのかどうか， 差しあたり不明である。

また『形而上学注解 J の同じところでトマスは， r事物の有する存在

が， その事物について精神が有する真なる評価の原因である 1 と述べて，

事物の真理がわれわれの精神において成立する知性の真理の原因であると
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いう見解を示すと同時に， 真や偽の概念が成立するところは事 物 で は な

く， 精神であると主張している。 しかしながらそこでも， 神の知性におけ

る真理が事物の真理の原因であること， そればかりか人聞の知性において

成立する真理の原因でもあるということが， 明瞭に示されているわけでは

ない。 その点で「命題集注解」の上述の箇所と異なる。 そこではトマスは

事物の本質が真理であるのではなく， r知性に認識されている」こととい

う条件が満たされているときに， r事物の荏在が真理の原因である」と答

え， r真理の概念J ratio veritatisは事物におけるよりも先に知性において

成立することをみとめた上で， r事物の真理と知性の真理はいずれも神を

第一の根原としてそれに関連づけられる。 それは神の寄在は万物の寄在の

原因であり， 神の知性認識はあらゆる認識の原因だからである」と述べて

いるからである。 しかもそこでは， 事物の真理が知性の真理の原因である

ことに加えて， 命題の真理が知性の真理のしるしであるという， 真理のア

ナロジアが語られているのである。

8. トマスの真理論において， 神の真理が第一真理であると言われると

き， われわれの知性において成立する真理の原因としての事物の真理は，

神の知性において成立している真理を第一原因としているということに加

えて， われわれの知性の真理もまた， 神の真理を第一原因としていると言

われることに注意しなければならなL、。

このことは少なくとも次の場合に重要な意味を持っている。 すなわち，

われわれが罪の事実をみとめるときに成立するわれわれの知性の真理に対

しでも， 神の真理が第一真理として原因の性格を有すると言えるならば，

たとえ罪そのものが神に嘉せられることがありえないにしても， 罪の事実

があることをみとめるわれわれの知性の判断が神に嘉せられることになる

からである。

一般に悪が「帯在」するならば， 神を原因とせずに在在するものがある
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ことになるから， 必ずしも存在するすべてのものが神によって寄在するわ

けではない， ゆえに万有の脊在の原因としての神の荏在は否定されなけれ
(22) 

ばならない， という古くからよく知られている主張に対しでも， íたとえ

悪は善でないから， 神によって存在するものでないとしても， 悪を知性認

識することは善であり， そのことは神によって容在する。 魂の外に存在す

る欠如に対する知性の一致において成立する真理は， 善であり， 神によっ

て寄在する」と言えるのは， ほかでもなく命題の真理から， われわれの知

性の真理の第一原因としての神の真理に至る道があるからであって， この

場合には， 事物の真理を経由する道はないのである。 ただし言うところの

事物 (レス)の意味は注意を要する。

「ある人が罪を犯す」ということは， ある意味で真であり， ある意味で

真でなL、。 すなわち， 事物の真理を伴わないという意味で真でなし、から，

たとえ真が有と置換されるからといって， 神を原因としない有が寄在する

という結論は生じなL、。 しかしながら知性の真理を伴うから， やはり何ら

かの有としてつまり概念的な有として真であり， 神に由来する。 しかしそ

れは， 罪を罪とみとめ， みとめたことを言葉で表 現することに伴う「正し

さ」が神に由来するという意味であって， 罪の事実 (レス)が概念 (ラチ
(24) 

オ)と対立する実在 (レス)であることを意味しない。 r命題集注解」の

中で「すべての有は神によって寄在するか」という問題を論ずるにあたっ

て， トマスが最初に取り上げているのも， 結局上述のような「欠如」とし

ての悪の寄在に関して提起される異論であり， それに対する解答も先に述

べた通りである。 ところがトマスは同様の問題についてさらに別の角度か

ら「罪の行為はそれが行為であるかぎり神から生じている か」と 問う と

き， 罪の行為 (アクチオ)の容在性は欠如や否定が有であると言われる意

味においてでなく， 十の範隠のーっとしての「アクチオ」としての有であ

るという意味において理解されるから， 罪の行為が神によって生じること

を否定すればかえって「本質を有する何らかの有」が神によらずに寄在す
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ることをみとめることになるという背理に陥るという主張を， 主文の中で

いわば一つの異論として取り上げて吟味している。

その異論の主張する通りであれば， なる ほど「神が万有の普遍的な原因

でないということは， 第一有の完 全性に反する。 r形市上学」第二巻に言

われているように， どの類においても第一のものは 後のものの原因だから

である」と言わなければならなL、。 そこで罪の行為がアクチオとして実在

することを否定しないためにトマスは， そこでは人閣の行為は人閣の意志

を二次的な原因として生じるから， 罪の行為がアクチオとして実在しでも

神が万有の第一原因であることが否定されるわけではないと答えているの

である。 ちなみに「デ・ エンテ」においてトマスは， r形而上学」第二巻

の命題を引用したとき， 偶有に「有の性格」を与えるのは実体であり， そ

れも複合実体であると述べているだけであって， 神が究極の原因であると

は明言していない。 むろん「第一有の完 全性に反する」にもかかわらず，

神が万有の普遍的な原因でない， と主張しているわけでも な い。 そ れ は

『デ・ エンテ』において概念有は考察の外に置かれたからである。 そのた

めにこの異論に答えうるような仕方で偶有論を展開していないのである。

それに対し『神学大 全」の創造論では， Iどのような仕方で寄在してい

るものであってもすべて神によって寄在すると言わなければ な ら な L、」

necesse est dicere omne quod quocumque modo est， a Deo est. と述べて， ー

切の偶有をも含めてすべてのものは， 害在そのものであるーなる第一有と
(28) 

しての神に原因されていると明言している。 そしてここでもアリストテレ

スの同じ命題を引用し， しかも神を第一有として含 む類に 適用しうること

をみとめているのである。 言うまでもなくその類の中には， 罪の悪のよう

な人聞の意志と知性によって生じ認識される偶有もまた含まれている。 こ

のことは「神学大 全」における創造論の 後続の議論において， 神によって

造られたものの区別に関する考察の中で， 善と悪の区別が， 霊的被造物と

物体的被造物の区別に先立って取りあげられていることから明 ら か で あ
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る。

9. r神学大 全」の創造論において示されたようにトマスにとって有の

類は， rデ・ エンテ」と異なる仕方でとらえること も可能だったのであ

る。 とはL、え「デ・ エンテ』においても既に， 神は第一有であると言われ

ていることは前述の通りである。 この点で「デ・ エンテ」は， r形而上

学」やその『注解』の上述の箇所と異なる。 そこでは神が第一有であるこ

とも第一真理であることも， 明言されていないからである。 この相違は，

結局， 至福に対する見解の相違に由来すると思われる。

「デ・ エンテ」において， 神は第一有であり， それも本質を持った実体

であるとされる。 しかし「類のうちに含まれなL、」。つまり本質認識を伴う

仕方で認識される存在でないのである。 ただし「われわれにとって」とい

う限定が加わる。 質料的でない実体の本質は， 質料的な実体の本質よりも

「われわれにとって一層隠されている 1 と言われているからである。

質料的な実体の本質を認識することによって， 存在を本質とするものの

認識が得られるわけではなL、。 被造物におL、て存在と本質は別であるか

ら， 質料的実体にかぎらず非質料的実体も含めて， 一般に被造的諸事物の

「何であるか」とLづ本質認識には， 完 全な仕方で荏在認識が伴うわけで

はない。 それに対して存在と本質が同一であるものの場合には， 本質認識

のうちに存在認識が含まれることになる。 このことは「神あり」という命

題が「それ自体として」成立することの根拠であると同時に， r天国」に

おけるわれわれの至福直観の可能性の根拠でもある。

「神学大 全」第一部第十二聞でも， r 現実的なものが認識されるJ unum-

quodque sit cognoscibile secundum quod est in actuとL、う理由で， 純粋 現実

態である神が， それ自体として最高度に認識されうるものであるにもかか

わらず， ある知性に認識されないということ尚りうる(第1 項 ; と述べ

た上で， r被造的知性は， 神がその恩寵によって自らを被造的知性に結合
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し， 被造的知性によって認識されうるものとなるのでなければ， 神を本質

によって見ることはできないJ (第四項)と結論している。 その理由は

「自脊する荏在そのものを認識するということはただ神的知性にとっての

みその本性に 適合したことであって， あらゆる被造的知性の本性的能力を

超えている。 L、かなる被造物であっても存在そのものでなく， 分有によっ

て存在を有するものだ、からであるJ (同)という。 ところでこの第四項主

文において三通りの「事物の存在の仕方」をあげ， ["個的質料においてし

か存在を有することがない本性のものJ (物体的実体)と 「質料において

存在せずに自存しているけれども存在そのものではなく， 寄在を有するも

のであるような本性のものJ (非物体的実体)と「自害する寄在そのもの

であるものJ (神)を分けていることに対応して， rデ・ エンテ』におい

ても「実体における本質のあり方は， 三通り見出される」と述べて， やは

り同様の分類が行なわれているのは， 後者においても前者と同様の至福論

を展開する余地があったからであろう。 しかしその可能性があったがゆえ

に， 神の知性による神自身の本質認識が， 神を至福者たらしめていること

をみとめうるにしても， その認識はわれわれの知性による神認識でないこ

ともまたみとめなければならない。 したがって， 至福なる神の脊在は， 神

自身において本質認識を伴って知られていても， ["われわれにとって」は，

その本質認識が不可能であるかぎり「有の類」に含まれないとすること に

矛盾はない。 しかもそれが本質認識を伴わない神認識にもとづく判断であ

るかぎり， ア・ プリオリでない存在論証につなぐことは容易である。 しか

し「デ・ エンテ」において， 神が第一有であることがわれわれの知性によ

る神の本質認識を伴うことなしに主張されているからとい って， あくまで

も神が「有の類」に含まれるとは言われていないのである。 存在の分有の

思惣によって有の類を拡大する余地があったにもかかわらず， 有の類の拡

大を伴う仕方で神の存在論証が行なわれているわけではないのである。 そ

れは， 神が至福者であることが， それ自体として (神自身にとって明らか
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なこととして)示されていても， われわれが至福を得るに至る手立てにつ
(34) 

いての考察が伴わないからである。 それはまた「デ・ エンテ」において神
(35) 

が第一真理として考察されているわけでないからでもあろう。

10. これに対して第四の道において， そこに言う「最も真なるものJ と

は第一真理としての神のことを指している。 そこに言う神ないし神の真理

については， それを認識することこそが「人聞の救L、J (すなわち至福)

をもたらす決定的要因であるにもかかわらず， Iもしそれが理性によって

探究されるならば， 少数の人たちだけがそれも長い時聞を掛けたあとで多

くの誤謬を含んだまま辛うじて到達しうるにすぎないJ と言われているの

である。 したがってやはりそこでも「真理そのもの」としての神を理性に

よって探究することは， 全く不可能であると言われているわけではない。

しかしこの仕方で得られる何らかの神認識は， 至福をもたらす神認識では

ない。 神を神自身によって知ることではなく， 神以外のものから神を知る

ことにほかならなし、からである。 そのために「すべての人々に救いが 適 切

かつ確実にもたらされるために， 神に関することがらについて神の啓示に

よって教えを受けることが必要であった」のである。

じっさいもしその「少数の人たちJ による神認識が， 神と呼ばれる「も

の」について自然理性のうちに形成された何らかの概念を 適合させるとこ

ろに成立つ真理であるとしたら， 神以外のものによる神認識として， われ

われの求める至福ではなL、。 それどころか神の真理をいわば「もの」の真

理とみるためにも， 神の知性の真理を前提せざるをえないのである。

しかしながらトマスにとって第一真理としての神は， われわれの知性の

真理の第一原因でもある。 感覚的事物の認識においてわれわれの知性の判

断によって様々な段階の真や善の寄在が認識される。 これらの認識作用を

通して一般的な意味での真理や善性の認識が得られたとき， われわれの知

的本性そのものもまた自覚され， 知的本性の完成をもたらす第一真理の容
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在が， 可能的な仕方でわれわれにも知られることになる。 1"認識者はすべ

て， 何を認識するにしても， それと気づかずに神を認識している」と言わ

れるように， 完 全な至福を得る以前に， 至福を得る可能性すなわち知的本

性を有することが自覚されるのである。 むろんそのことは至福を得る以前

に， 現実的に神の本質認識を得ることを意味しない。 むしろ至福に到達す

る以前の状態にあるものとしての「われわれ」にとって神の本質を認識す

ることは不可能であるという意味を伴う。 そしてこの意味での神的本質の

不可知性の認識が『デ・ エンテ」にも第四の道にも共 通してみとめられる

のである。 たと えわれわれよりすぐれた認識者のうちにその認識が既に成

立しているという理由で， われわれの認識から独立に「それ自体として」

成立していても， まさに同じ理由で 現状のわれわれは至福をもたらす認識

を持ち えないのである。 第四の道においてもトマスは， 神の杏在論証によ

って直ちに本質認識を伴う神認識が得られると主張しているわけではな

い。 同様に， rデ・ エンテ」でも神は， 本質認識を伴う仕方で脊在認識を

得ることができないものとして， 同書における「有の類」に含まれること

がなかったのである。 しかしながら第四の道においてトマスは， 経験的認

識を 通して概念有を形成することによってわれわれの知的本性が 現実化さ

れることに着眼している。 第一真理としての神の容在証明が試みられると

き， 概念有もまた一種の偶有としてそのうちに含 むような 「有の類」の拡
(38) 

大が行なわれているのである。

註

( 1 ) 煩を厭わず， 原文を引用 しておく。

Quarta via sumitur ex graclibus qui in rebus inveniuntur・ Invenitur 巴nim in rebus 

aJiquid magis et minus bonum， et verum， et nobiJe : et sic de aliis huiusmodi. Sed 

magis et minus dicuntur de diversis secundum quod appropinquant c1iversimode ad 

aJiquid quod maxime est : sicut magis calidum est， quod magis appropinquat ma-
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xime calido. Est igitur aliquid quod est verissimum， et optimum， et nobilissimum， 

et per consequens maxime ens : nam quae sunt maxime vera， sunt maxime entia， 

ut dicitur II Metaphys. Quod autem dicitur maxime tale in aliquo genere， est causa 

omnium quae sunt illius generis : sicut ignis， qui est maxime calidus， est causa om・

nium calidorum， ut in  eodem libro dicitur. Ergo est aliquid quod omnibus entibus 

est causa e問。 et bonitatis， et cuiuslibet perfectionis : et hoc dicimus Deum. (Sum

ma theologiae， 1， q. 2， a. 3， c. ) 

( 2) E. Gilson， Le thomisme (6剖.， 1965) p.82. なお山田品訳「神学大全H中央

公論社， 1975) p. 136訳注 (15)参照。 cf. 宮内久光「第四 の道についてJ， W中世

思想研究.11 2 (1959) pp. 65ー77.

( 3 )  De ver. q. 10， a. 12. 

( 4 )  ibid. c. sed in patria ubi essentiam eius videbimus， multo erit nobis amplius per 

se notum Deum esse quam nunc sit per se notum quod affirmatio et negatio non 

sunt simul vera. (Leon. ， p. 341. ) 

( 5 )  cf. ibid. arg. 3 et ad 3. 

( 6 )  この異論に対するス コトゥス の解釈はトマス説と違う。Scotus， Oxon. 1， d. 

2， q. 2， n. 8. それによれば一般に真理が害在するから第一真理が脊在するとい

う推論は 「帰結の虚偽」であり， いわば「動物が存在するから ， (動物である

ところ の)人闘が寄在する」と言うのと同様 の誤りを犯すことになるという。

しかも「真理が存在し ない」な ら 「 ある真理が寄在するということ が 真 でな

L、」のであ っ て 「ある真理が存在し ないことが真である」わけでは なL、から ，

この点でも 異論は 誤りを犯し ているという。cf. Caietanus， Commentaria， 1， q. 

2， a. 1. (Leon. p. 29) 

( 7 )  cf. C. Fabro， “Il fondamento metafisico della N via" ， Doctor Communis， 18 

(1965) pp.49ー70. cf. Suþer Ioan. Prologus. 

( 8 )  l'ある哲学者たち」は 神に本質がないと主張した (De ente， c. 5， Leon. 

p. 378， 11. 5-7)。 しかし トマス は ， 本質認識を伴わない仕方で「神あり」の論

証ができるから といって， 神に本質がないとは考え てい な L、。 cf. Avicenna， 

Met. 8， c. 4. 
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( 9 )  De ente， c. 5. Sed quia illud quod dicitur rnaxirne et uerissirne in quolibet ge

nere est causa eorurn que sunt post in illo genere， sicut ignis qui est in fine caliditatis 

est causa caloris in rebus calidis， ut in II Methaphisice dicitur : ideo substantia que 

邸t prirnurn in genere entis， uerissirne et rnaxirne :essentiarn habens， oportet quod 

sit causa accidentiurn que secundario et quasi secundurn quid rationern entis partici-

pant. (Leon. p. 380. 11. 50-58) 

なお『 形而上学』の引用 は第二巻第一章(993 b 24-26) から取られ ている。

(10) こ こに「存在」臨e の分有 としづ思想 がみとめられる。 ただ し『デ ・ エソ

テ』 において「被造的 」とLづ語 が用 いられるの はー箇所だけである。そこ で

は「被造的 知的実体J substantiae creatae intellectuales が， そ の 本質の部 分とし

て質料 を持 たないけれども， その本質は存在と 異なるこ とが指摘 されている。

(De ente， c. 5. Leon. p. 378， 11. 44-47) 

(11) De ente， c. 4. Patet ergo quod intelligentia est forrna et esse， et quod esse ha-

bet a prirno ente quod est esse tanturn， et hoc est causa prirna que Deus est. (Leon. 

p.377， 11. 143-146) 

(12) id. c. 1. Substantiarurn uero quedarn sunt sirnplices et quedarn cornposite， et in 

utrisque est essentia ; sed in sirnplicibus u巴riori et nobiliori rnodo， secundurn quod 

etiarn esse nobilius habent : sunt enirn causa eorurn que cornposita sunt， ad rninus 

substantia prirna sirnplex que Deus白t. (Leon. p. 370， 11. 58-63) 

(13) 前注 (1)参照。

(14) Aristoteles， Met.， ll， c. 1， 993 b 24-27. (V A. n. 151) 

(15) 1 Sent. d. 19， q. 5， a. 1. prirna causa essendi邸t prirna causa veritatis et rna

xime vera ; scilicet Deus， ut probat Philosophus， II Metaph.， text. 4. 

(16) シソプリキウスの『天体論注解』 の中 に残さ れたアリストテレスの『 哲学 に

つ いて』の断片 の中 に， 第四の道とほぼ同様の存在論証がみとめられる。 それ

は善 に段階があるところから最高善 としての 神の存在を論証する もので， シン

ブリキウスによるとアリストテレスがプラ トンの『国家』第二巻 からとった証

明 であるとLづ。cf. 宮内湾・松 本厚訳『断片集.n (アリストテレス全集17.

岩波書庖， 1972) p. 774訳者註(97). cf. Sum. theol. 1， q. 44， a. 1， c. 
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(17) In Met. lib. 2， lect. 2. (Mariett i . ， n. 295) 

(18) ibid. (Marietti. ， n. 296) 

(19) Sum. theol. !， q. 44， a. 1. 

(20) In Met. loc. cit. (Marietti. ， n. 298) 

(21) 前注 (15)参照。

(22) cf. Sum. theol. ! ，  q. 2 ， a . 3 ， arg. 1. 

(23) 1 Sent. d. 19， q. 5， a. 2， ad 5. cf. De ver. q. 1， a. 8. 

(24) II Sent. d. 37， q. 1， a. 2， ad 1. 

(25) 前注 (24)参照。

(26) ibid. q. 2， a. 2. c. Secundo， quia cum actio peccati sit ens quoddam， non so・

lum secundum quod privationes et negationes entia dicuntur， sed etiam secundum 

quod r邸 in genere existentes entia sunt， eo quod et ipsae actiones in genere ordinan

tur， sequeretur， si actiones peccati a Deo non sunt， quod aliquod ens essentiam 

habens a Deo non esset， et ita Deus non esset universalis causa omnium entium， 

quod est contra perfectionem primi entis. Primum enim in quolibet genere est causa 

eorum quae sunt post， ut in n Metaph.， text. 4， dicitur. 

(27) 前注 (26)参照。

(28) Sum. theol. 1， q. 44， a. 1， c. なおカ エタヌスの注釈によると，Omne quod 

quocumque modo est とはOmnis modus entis constitutivus cuiuscumque generisで

あるという。 (Leon. p. 456) 

(29) De ente， c. 5. (Leon. p. 378， 1. 8) 

(30) id. c. 1. (Leon. p. 370， 11. 64-65) 

(31) De ver. q. 10， a. 12， c. 

(32) こ の関係 が真昼 の光に対する煽娼(や巣) の眼になぞらえて説明 されるけれ

ども ， こ の比喰は『 形而上学』第二巻第一章(993 b 9-10)からとら れてい

る。 cf. ln Met. lib. 2， lect. 1 (Marietti.， n. 286) ; Sum. theol. 1 ，  q.1， a. 

5， ad 1. 

(33) De ente， c. 5. (Leon. pp. 378-379) 

(34) その 理由はrデ ・ エンテ』の偶有 論は概念有の考察 を含まなL、からであると
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恩われる。 この 点について別の機会に詳述したいと思う。 なお最近『トミスト』

誌上で， Wippel とOwens が興味深いやりとりを しているの で注記して おく。

J. F. Wippel， “Aquinas's Route to the Real Distinction : A Note on De ente et 

essentia"， The Thomist， vol. 43， no. 2 (1979) pp. 279-295; J.Owens，“Stages 

and Distinction in De ente : A Rejoinde〆， id.， vo1. 45， no. 1 (1981) pp. 99-

123. 

(35) IF形而上学』 ないしは むしろその 『注解』 において ， そ こ に 言 う「分 離実

体 」が自存する形相であっても自存する存在その もの でないとしたら ， それを

認識することができたとしてもそれによって至福がもたらされるわけ では ない

という理由で， やは り神の 真理への 言及がなされていないの である。 ただ しト

マスは 他の テキストでは ， アリストテレスがここで第一真理としての 神の 杏在

に気づいていると解 釈している。cf. De þot. q. 3， a. 5， c. また「昔の哲学 者

たち」も「 あたかも真理その もの に迫られたかの よ うに」ーなる根原を 措定し

たとも言う (Sum. theol. ， 1， q. 11， a. 3， c.)o I若干の哲学者たちJ (sci1. 

Alexander et Averroes in JI[ De anima) が形相としてわれわれの知性に結びつ

け られた分離知性自身が 「それが認識されかっそれによって認識されるもの に

なる」という仕方で至福が得られると主張しているけれども， トマスはその 仕

方で至福が得られるの は ， 神力:本質直観される場合であると修正する。 それは

「神の本質 は純粋現実態であるから ， 知性がそれによって知性認識する形相に

なりうる。 そしてそこに至福直観が成り立ちうるJ cum essen tia di vina si t actus 

purus， poterit esse forma qua intellectus intel1igit; et hoc erit visio beatificans;か

らであると言う(lV Sent. d. 49， q. 2， a. 1， c. )。

(36) Sum. theol. 1， q. 1， a. 1， c. 

(37) De ver. q. 22， a. 2， ad 1. 

(38) 前注(34)参照。




